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アドヴァン
グループ 表紙（表）（1,4）H1,H4

２０２２年版総合カタログ④　アクア
X4
0085 23 責了

背幅（データサイズ）6mm

製版寸法	 天地 303.0mm

	 左右 432.0mm
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表紙：ノビリ混合水栓　ブルース P.74

■福岡ショールーム ■沖縄ショールーム ■その他営業所
〒 812-0025
福岡市博多区店屋町 6-18
ランダムスクウェア 1階
TEL 092(291)1011　FAX 092(291)0240

 営業時間 月－土 10：00～ 18：00

 休 館 日  日・祝・
年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 無 お近くのパーキングを
ご利用ください

〒 900-0014
沖縄県那覇市松尾 1-19-27
ミルコ那覇ビル 1階

■札幌営業所
〒 060-0042　札幌市中央区大通西 10丁目 4-133

南大通ビル新館 8階
TEL：011(231)3281 ㈹　FAX：011(208)5561

■仙台営業所
〒 980-0822　仙台市青葉区立町 1-3

広瀬通東武ビル 3階
TEL：022(211)5560 ㈹　FAX：022(211)5561

■広島営業所
〒 730-0037　広島市中区中町 7-41

広島三栄ビル 5階
TEL：082(246)3344 ㈹　FAX：082(246)3417

TEL 098(866)1639　FAX 098(866)1728

 営業時間 月－土 10：00～ 18：00

 休 館 日  日・祝・
年末年始・当社夏期休暇期間

 駐 車 場 有

※ショールームの詳しい営業日は
　HPをご覧ください

OSAKA

NAGOYA FUKUOKA OKINAWA

ショールーム案内

インターネットで簡単に注文！
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アドヴァン
グループ 表紙（ウラ）（2-3）

２０２２年版総合カタログ④　アクア
X4
0085 25 責了

背幅（データサイズ）6mm

製版寸法	 天地 303.0mm

	 左右 432.0mm



株式会社アドヴァングループは、1975 年の創業以来社会と協調し、事業活動
を通じて社会・地球の持続可能な発展に貢献する取り組みを進めてまいりました。
取り組みの根底にあるのは、創業理念であり、その考え方は国連の持続可能
な開発目標（SDGs）が目指すものと一致しています。
世界 350 社のパートナー企業や取扱商品の多くはワールドクラスの環境認証を
取得しています。

アドヴァングループは、今後も、地球のために人類のために最大限の努力を
行ってまいります。

人や環境に優しい企業として
さまざまな取り組みをしています！

【社章に込めた精神】
大地、人（イエロー）
すべての基本を表します

大海（ブルー）
生命の源を表します

植物（グリーン）
成長を表します

太陽（レッド）
情熱と愛を表します

４点がすべて揃ってこそ、人は生きていける。
自然と同じように環境に合わせて変化していける会社であり続け
なければいけないという企業信念を表しています。



Better life from beatutiful bathroom
美しい暮らしは、美しい水まわりから始まる。
毎日の生活の中で、水まわりの洗面ボウルや水栓は家族が使う大切なもの。
だからこそライフスタイルに合わせて使いやすいものを選びましょう。
デザイン性と機能性に優れた水まわり商品をたくさんご紹介致します。
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INDEX

BATHROOM VANITY
洗面化粧台

▶  P.15～

WASH BASIN
洗面ボウル

▶  P.31～

NOBILI FAUCET
混合水栓、シャワー、キッチン水栓
自動水栓

▶  P.63～

BATHTUB
バスタブ

▶  P.93～

ACCESSORIES
タオルバー、ペーパーホルダー

▶  P.87～

PARTS LIST
カートリッジ、エアレーター
水栓スペアパーツ一覧
パーツリスト ▶  P.99～
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Designers

Claudia Dane lon
クローディア ・ ダネロン

クローディア・ダネロンは、ロンドンを拠点に活躍
する新進気鋭のイタリア人デザイナー。
高級家具、インテリア、バスルーム製品のデザイン
を得意とし、多数の受賞歴をもつ。ミニマリズム的な
無駄のない美しさと女性らしいエレガントさがデザ
インの特徴。

Sandro Meneghe l lo  and 
Marco Pao le l l i
サンドロ ・ メネゲロ(左) / マルコ ・ パオレッリ(右)

ノルウェー科学技術大学、ケルン・キスド大学を卒業。
2005年以降、世界的企業とコラボレーションをし、
様々なプロダクトデザインを世に送り出している。
レッドドットデザインアワードや、デザインプラスなど
数多くの賞を受賞。

Nilo G ioacchini
ニロ ・ ジオアッキーニ
フィレンツェのIS IAで技術と芸術を学んだ後、ミラ
ノのMarcello Nizzoliスタジオでデザインマネー
ジャーとしてトレーニングを完了。過去35年間、彼
のフィレンツェのスタジオは、主要なイタリアおよび
国際企業と一緒にコラボレーション。その間、バイ
エルイタリア特別賞やアベットプリント賞など、多数
の賞を受賞してきました。
彼のTuttuno Total Furnitureは、ニューヨーク
のMOMAで展示されています。

Mass imi l iano Cicconi
マッシミリアーノ ・ チッコーニ

ローマからほど近い陶器の街チヴェタ・カステラー
ナで生まれ育ったデザイナー。長年に渡り地元の陶
器産業に携わって培った感性を活かし、想像力に富
んだ作品を創り出している。



Designers 06

Antonio Pasca le
アントニオ ・ パスカル

フィレンツェの美術大学を卒業。そこで得た芸術分
野に対する深い造詣は彼の創造性に大きな影響を
与えている。
世界的な企業と手を組み、多くの洗面空間のプロダ
クトデザインを手がけており、そのデザイン性は高
く評価され、ADIデザインインデックスや、IFデザイ
ンなど数々のデザイン賞を受賞している。

Piet  Bi l l eken s
ピエト ・ ビレケンス

1966年にオランダのティルブルフで生まれ、1990年
にアイントホーフェンデザインアカデミーを卒業後、
シャワーエンクロージャおよび補体部門の研究開発
部長としてチェザーナに入社しました。
2001年にミラノにForesee Designスタジオを開設
し、イタリア国内外のさまざまな企業のデザインコン
サルタントとして活躍。

Marco Venzano
マルコ ・ ベンザノ

1980年生まれ、2003年、ジェノヴァ大学デザイン
学部卒業。 
Move（2014）やLevante（2019）などイタリア
国内だけでなく海外からも高く評価されたノビリ®
の水栓を開発しました。

Romano Ado l ini
ロマーノ ・ アドリーニ

1982 年にローマ・ラ・サピエンツァ大学を卒業。
1984 年に個人事務所を設立、2000 年から洗面空間
のプロダクトデザインに取り組み、様々な世界的企業
とコラボレーション。デザインプラスや、ADI デザイン
インデックスなど数多くの賞を受賞。



洗面セットを作るには1～5のパーツが必要です。

水栓

水栓は大きく2つにわかれます。
　混合水栓…湯と水、両方が出る水栓を指します。
　単水栓……水のみが出る水栓を指します。手洗いに使用される場合が多いです。
水栓は、洗面ボウルに対して吐水位置や水栓の高さが適切な商品をお選びください。

洗面ボウルは設置場所に応じて適切なサイズから選んでください。タイプはベッセル・ハーフベッセル・オーバーカウンター・
アンダーカウンター・壁付がございます。洗面所のボウルで水を溜める場合は、オーバーフロー穴（注）付洗面ボウルをお選びく
ださい。

（注）オーバーフロー穴
水を出したままボウルに水を溜めても溢れない様、穴が開いている箇所を指します。
※  オーバーフロー穴にキャップがしてある場合は、水の流れを多少さえぎるため、排水量が低下する場合がございます。
※  オーバーフロー穴は、万が一水を止め忘れたときの溢れ防止機能です。水を流し続ける様な使い方はしないでください。
また、水栓や水圧によっては水量が排水量を上回り、水が溢れる場合があります。

洗 面ボウルを選ぶ1

水栓を選ぶ2

天板に半分埋め込んで使用する洗面ボウル。置型ほど天板の位置を低くする必要
がないため、カウンター下の収納スペースが広がります。ハーフベッセル ハーフ

ベッセル

天板の下に取り付けて使用する洗面ボウル。天板が広くご使用できます。アンダーカウンター

オーバーカウンター

埋込

埋込

壁に取り付けて使用する洗面ボウル。小型サイズが多く、トイレなどスペースが限
られた場所での手洗器としてお勧めです。

天板に被せて使用する洗面ボウル。ボウルの高さが低いため、洗面スペースが
すっきりした印象になります。

壁付
壁付

天板の上へ置いて使用する洗面ボウル。天板への水はねが少ないため、お手入れ
が簡単です。ベッセル ベッセル

洗面セットの組み合わせ方

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

レバーを左に回した時
だけ温水器が作動し
てお湯が出るエコシス
テムです。
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設定した温度以上にな
らないよう温度調節ハン
ドルに安全ボタンがつ
いています。38℃セーフティエコハンドル

水優先の操作において
湯が吐水されない節湯
水栓です。

節湯
C1

ハンドルバーの動きを
2段階で制御すること
で水の消費を削減する
ことができます。２段階ハンドル

［機能アイコンについて］



お選びになられた洗面ボウル、水栓によって使用するタイ
プが異なります。 下記をご参照ください。

洗面ボウル 水栓 排水栓

オーバーフロー穴
あり

水栓にポップアッ
プ式排水栓が付属
している

水栓に付属のポップアップ式排水
栓をご使用いただけます。

別途排水栓をお買い求めいただく
必要はありません。

水栓にポップアッ
プ式排水栓が付
属していない

ハンドプッシュ式　
オーバーフロー用スロット付　
RP-8530.360.5

オーバーフロー穴
なし

※水栓にポップ
アップ式排水栓が
付属されている場
合でも、オーバー
フロー（水あふ
れ）防止のため、
別売の固定タイプ
の排水栓をご使用
ください。
※洗面ボウルに
よって適合する排
水栓が異なりま
す。各洗面ボウル
の詳細ページをご
参照ください。
※例外的にポップ
アップ式排水栓を
取付ける場合、水
溜め中は目をはな
さない等、十分に
ご注意ください。

固定タイプ超短　RP-147.355.5

固定タイプ短　RP-147.555.5
または

固定タイプ長　RP-147.755.5

ボール取付スペーサー
RP-47.010.0
※必要な場合のみ

排水管は排水位置により異なります。
下記をお選びください。

床排水の場合

壁排水の場合

洗面ボウル下に収納が
なく、排水管が見える場
合にお勧めです。

Sトラップ
RP-26.791.5

Pトラップ
RP-26.735.5

Tトラップ
RP-710.165.5K

Tトラップ
（ラウンドボトム）
RP-19.235.5

ポップアップ式排水栓が付属
している商品について
排水管は日本のサイズに適
合していません。専用のもの
をご使用ください。

＋

（注）混合水栓に対して2個、単水栓に対して1個必要となります。

GS-SEV2261（1個入）GS-SEV2PZ（2個入）

洗面ボウル下に収納が
なく、排水管が見える場
合にお勧めです。

水栓の給水管と接続される金物です。
メンテナンス時に、止水する事ができます。
※デザインのお好みで、いずれかをお選びください。

排水管を選ぶ4排 水 栓を選ぶ3

止水栓を選ぶ5

● 温泉水、井戸水などの水道関連法令に定める飲料水水質基準に適合しない水は使用しないでください。 ● ポップアップ式水栓を閉じて水を溜めた場合でも多少の水は排水されて
いき、少しずつ水位は下がっていきます。 ● 図面データがダウンロードできます。www.advan.co.jp ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。  
● セット価格に運賃・梱包費および施工費は含まれておりません。

洗面セットの組み合わせ方 08



ボウル一覧

マリセオン・ティアナ・オーバル10L

スクエア シリーズ

ノーマル シリーズ

ジオ シリーズ

GIW-11101F
設計価格 ¥69,000/台
W600mm×D450mm

ノーマル600

P.39 GIW-11001F
設計価格 ¥88,000/台
W800mm×D450mm

ノーマル800

P.40

GI-L008
設計価格 ¥65,800/台
W400mm×D400mm

ジオ4040

P.38 GI-L007
設計価格 ¥70,800/台
W600mm×D400mm

ジオ4060

P.38 GI-L005
設計価格 ¥70,800/台
W600mm×D370mm

ジオドロップ

P.38

GIMA-542A
設計価格 ¥29,800/台
W500mm×D395mm

Mスクエア

P.34 GIMA-542AB
設計価格 ¥34,800/台
W603mm×D403mm

Lスクエア

P.34GIMA-542C
設計価格 ¥24,800/台
W410mm×D410mm

Sスクエア

P.34

GI-701111
設計価格 ¥46,800/台
W570mm×D470mm

マリセオン

P.35 GI-L70
設計価格 ¥39,800/台
W580mm×D410mm

ディアナ

P.36 GIF-246
設計価格 ¥29,800/台
W615mm×D410mm

オーバル10L

P.36
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● 温泉水、井戸水などの水道関連法令に定める飲料水水質基準に適合しない水は使用しないでください。 ● ポップアップ式水栓を閉じて水を溜めた場合でも多少の水は排水されて
いき、少しずつ水位は下がっていきます。 ● 図面データがダウンロードできます。www.advan.co.jp  ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。  
● セット価格に運賃・梱包費および施工費は含まれておりません。

ボウル一覧

タイ ・ カウ・クーべX

タッチシリーズ（ベッセル）

デュオ シリーズ

トゥエンティ シリーズ

GIW-1508001
設計価格 ¥71,000/台
W400mm×D400mm

デュオ400

P.45 GIW-1508301
設計価格 ¥101,000/台
W700mm×D460mm

デュオ700

P.46 GIW-1508201
設計価格 ¥128,000/台
W1000mm×D470mm

デュオ1000

P.46GIW-1509401
設計価格 ¥66,000/台
W665mm×D395mm

デュオアンダー

P.46

トゥエンティ600

TW-01011
設計価格 ¥66,000/台
W610mm×D460mm

P.42

トゥエンティL 600

TW-04011
設計価格 ¥66,000/台
W610mm×D460mm

P.42 TW-05011
設計価格 ¥83,000/台
W810mm×D460mm

トゥエンティ800

P.42

GI-L6521
設計価格 ¥65,000/台
W600mm×D390mm

タイ

P.54 GI-L6802
設計価格 ¥65,000/台
W600mm×D450mm

GI-9431111
設計価格 ¥63,000/台
W600mm×D470mm

カウ クーベ600 X

P.54 P.53

GIF-610
設計価格 ¥34,800/台
W420mm×D420mm

タッチ420

P.44 GIF-607
設計価格 ¥39,800/台
W500mm×D420mm

タッチ500

P.44 GIF-606
設計価格 ¥44,800/台
W600mm×D420mm

タッチ600

P.44

10
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ボウル一覧   

スリム4 シリーズ

GID-5046151
設計価格 ¥77,000/台
W504mm×D462mm

スリム4 スクエア500
（マット仕上げ）

P.48GID-5046101
設計価格 ¥56,000/台
W504mm×D462mm

スリム4 スクエア500
（光沢仕上げ）

P.48GID-4848101
設計価格 ¥56,000/台
W484mm×D482mm

スリム4 ラウンド480
ビアンコ（光沢仕上げ）

P.48

GID-4038051
設計価格 ¥77,000/台
W394mm×D374mm

スリム4 ラウンド
ビアンコ（マット仕上げ）

P.50 GID-4038054
設計価格 ¥77,000/台
W394mm×D374mm

スリム4 ラウンド
トルトラ（マット仕上げ）

P.50 GID-4038055
設計価格 ¥77,000/台
W394mm×D374mm

スリム4 ラウンド
カストロ（マット仕上げ）

P.50 GID-4038053
設計価格 ¥77,000/台
W394mm×D374mm

スリム4 ラウンド
グリジオ（マット仕上げ）

P.50

GID-4000051
設計価格 ¥77,000/台
φ404mm

スリム4 サークル
ビアンコ（マット仕上げ）

P.52 GID-4000054
設計価格 ¥77,000/台
φ404mm

スリム4 サークル
トルトラ（マット仕上げ）

P.52 GID-4000055
設計価格 ¥77,000/台
φ404mm

スリム4 サークル
カストロ（マット仕上げ）

P.52 GID-4000053
設計価格 ¥77,000/台
φ404mm

スリム4 サークル
グリジオ（マット仕上げ）

P.52
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● 温泉水、井戸水などの水道関連法令に定める飲料水水質基準に適合しない水は使用しないでください。 ● ポップアップ式水栓を閉じて水を溜めた場合でも多少の水は排水されて
いき、少しずつ水位は下がっていきます。 ● 図面データがダウンロードできます。www.advan.co.jp  ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。  
● セット価格に運賃・梱包費および施工費は含まれておりません。

ボウル一覧

小型手洗いボウル（ガラス）

小型手洗いボウル（陶器）

小型ボウル

メグ シリーズ（スロップシンク） ※洗濯板（木製）は別売です。P.61～ 62を参照してください。

RP-Z422CBM
設計価格 ¥28,800/台
φ315mm

ニュー ベトロ

P.58 RP-Y422BQ11-CB
設計価格 ¥29,800/台
φ417mm

ベトロ ピュア クリア

P.58 RP-Y422BQ11-BK
設計価格 ¥29,800/台
φ417mm

ベトロ カラー
ブラック

P.58RP-Y422BQ11-DB
設計価格 ¥29,800/台
φ417mm

ベトロ カラー
ブルー

P.58

GIF-865-335
設計価格 ¥24,800/台
W335mm×D290mm

コンパクト

P.60

GIS-5482
設計価格 ¥102,000/台
W550mm×D475mm

メグ55

GIS-5484
設計価格 ¥106,000/台
W600mm×D380mm

GIS-5403
設計価格 ¥110,000/台
W650mm×D465mm

メグ60 メグ65

P.62 P.62P.61

GI-LML001
設計価格 ¥52,000/台
W430mm×D267mm

ユニオン

P.60 GI-LML003
設計価格 ¥52,000/台
W450mm×D275mm

サボン

P.60 GI-LML002
設計価格 ¥52,000/台
W540mm×D200mm

ブリック

P.60

GIF-828
設計価格 ¥28,800/台
φ420mm

ジュラ

P.55 GI-L310
設計価格 ¥54,000/台
φ400mm

フォーリ1

P.55 GI-L330
設計価格 ¥58,000/台
W630mm×D470mm

フォーリ3

P.56GI-L2200
設計価格 ¥56,000/台
W590mm×D445mm

プレト クアドロ

P.56
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アップシリーズ

セブンシリーズ

リブプルアウトシリーズ グラツィアシリーズ その他混合水栓

アクアビバシリーズ ブルースシリーズ

アップ   混合水栓  高
NB-94128.3CR  
クローム　排水栓なし
設計価格 ¥69,800

アップ   混合水栓  高
NB-94128.3BM  
ブラック　排水栓なし
設計価格 ¥79,800

アクアビバ    混合水栓  低
NB-103118.1CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥45,800

アクアビバ   混合水栓  低
NB-103118.1BM  
ブラック　排水栓付属
設計価格 ¥55,800

ブルース  混合水栓  低
NB-E101118.1CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥32,900

アップ   混合水栓  低
NB-94118.1BM  
ブラック　排水栓付属
設計価格 ¥64,800

セブン   混合水栓  低
NB-E124118.1CR  
クローム　排水栓付属
JWWA 申請中
設計価格 ¥49,800

セブン   混合水栓  低
NB-E124118.1BM  
ブラックマット　排水栓付属
JWWA 申請中
設計価格 ¥59,800

アップ    混合水栓  低
NB-94118.1CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥54,800

リブプルアウト   混合水栓  低
NB-00118.41CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥52,800

リブプルアウト   混合水栓  低
NB-00118.43CR  
クローム　排水栓なし
設計価格 ¥49,800

セブン  混合水栓  高
NB-E124128.3CR  
クローム　排水栓なし
JWWA 申請中
設計価格 ¥64,800

セブン  混合水栓  高
NB-E124128.3BM  
ブラックマット　排水栓なし
JWWA 申請中
設計価格 ¥74,800

カルロスプリメロ   混合水栓
NB-218.1CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥91,000

グラツィア  混合水栓
NB-5118.6CR  
クローム　排水栓付属
設計価格 ¥78,600

グラツィア    混合水栓
NB-5118.6BR  
ブロンズ　排水栓付属
設計価格 ¥98,600

水栓一覧

P.70 P.70P.70 P.70

P.76P.75 P.76P.75 P.76

P.72P.72 P.72P.72

P.74P.73 P.73

混合水栓  ●●水とお湯の両方がでます
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自動水栓

スロップ単水栓

ノビリ®単水栓

リブ ソロ   単水栓
NB-LV00236.CR  
クローム　排水栓なし
設計価格 ¥39,800

リブ ソロ  単水栓
NB-LV00236.BM  
ブラックマット　排水栓なし
設計価格 ¥49,800

アクエレリ ソロ   単水栓
NB-93236.CR  
クローム　排水栓なし
設計価格 ¥33,500

P.77 P.77 P.77

グースネック  単水自動水栓  低
GS-201LT49L
クローム
設計価格 ¥39,800

グースネック  単水自動水栓  高
GS-201LT49H
クローム
設計価格 ¥43,000

スクエア  単水自動水栓
GS-201LT42
クローム
設計価格 ¥43,000

P.78 P.78 P.78

スロップ単水栓S
GS-SEJA102S  
クローム
設計価格 ¥19,000

混合水栓
（スロップシンク・キッチン用）
NB-97115CR
クローム
設計価格 ¥41,000

スロップ単水栓L
GS-SEJA102  
クローム
設計価格 ¥19,000

P.62 P.62P.62

ムーブ 
NB-92300.50CR  
クローム
設計価格 ¥108,000

オーズィー 
NB-917.9T5CR  
クローム
設計価格 ¥59,800

ポップ 
NB-108137CR  
クローム　JWWA 申請中
設計価格 ¥59,800

P.82P.79P.80

※ スロップシンクとあわせてご使用ください。

キッチン用水栓  ●●水とお湯の両方がでます

水栓一覧

ブルース キッチン
NB-E101113.25CR  
クローム
設計価格 ¥33,900

P.82

単水栓   ●水のみ

● 温泉水、井戸水などの水道関連法令に定める飲料水水質基準に適合しない水は使用しないでください。 ● ポップアップ式水栓を閉じて水を溜めた場合でも多少の水は排水されて
いき、少しずつ水位は下がっていきます。 ● 図面データがダウンロードできます。www.advan.co.jp  ● 商品写真は、印刷のため色合い等が実際とは若干異なる場合があります。  
● セット価格に運賃・梱包費および施工費は含まれておりません。
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